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平成２６年度～２９年度
入札参加資格審査申請を
受け付けます

お知
らせ

東日本大震災消防殉職者遺児
育英奨学金基金協力のお礼

▲

市民夏のにぎわいフェスタ 2013
市では、
入札参加資格審査申請（物
で伊賀市消防団女性団員の募集と東
品・業務委託）の受け付け・審査を
日本大震災消防殉職者遺児の育英奨
独自で行っていましたが、平成 26
学金基金の支援活動を行いました。
年度分の受け付けから三重県市町総
この日イベントに参加した多くの
合事務組合で行う共同受付に変わり
市民の皆さんにご協力頂き育英奨学
ます。
金 基 金 31,366 円 を お 寄 せ い た だ
【入札参加資格者名簿登録有効期間】 きました。
平成 26 年 4 月 1 日～平成 30 年
3 月 31 日
【申請方法】 10 月 1 日現在、登録
のある業者には申請書類を送付します。
新規に登録する場合は、三重県市
町総合事務組合にお問い合わせくだ
さい。
【受付期間】 11 月 1 日㈮～ 29 日㈮
【提出方法】 郵送
【提出先・問い合わせ】
〒 514-0003 津市桜橋二丁目
96 番地 三重県市町総合事務組合
事業課共同受付・審査担当
三重県市町総合事務組合ホームページ
http://shichosogo-mie.jp/
buppin.html
活動にご理解ご協力いただき、あ
☎ 059 ｰ 225 ｰ 2138
りがとうございました。
※平成 25 年度分（平成 26 年３月 31 【問い合わせ】
日まで）の新規申請は、平成 26 年
消防救急課
２月末まで随時、契約監理室で受
☎ 24-9115 ＦＡＸ 24-9111
け付けます。
【問い合わせ】 契約監理室
お知
らせ 10 月１日は「浄化槽の日」
☎ 22-9810 ＦＡＸ 22-9837
昭和 60 年 10 月１日に「浄化槽
法」が施行されたことにより、この
お知
らせ 里親になりませんか
日が「浄化槽の日」となりました。
10 月は「里親月間」です。里親
浄化槽は、私たちの家庭のトイレ
とは、親の病気などのさまざまな事
や台所などから出る生活排水を、微
情で家庭での養育が困難なお子さん
生物の働きを利用して、それぞれの
を自分の家庭に迎え入れて養育して
家庭できれいな水にして放流するも
いただく、社会的養護の１つです。
のです。
里親制度について関心のある人は
このため、浄化槽の使い方や維持
児童相談所までご相談ください。
管理に問題があると、汚れた水の流
【問い合わせ】
出につながり、悪臭の発生を招くな
伊賀児童相談所 ☎ 24-8060
ど地域の住環境を悪化させる原因に
もなりかねません。
浄化槽法では、保守点検（家庭用
広報いが市PDF版
では３～４カ月に１回以上）
、清掃
広報いが市ＰＤＦ版を市ホーム
（年１回以上）
、法定検査（年１回）
ページでご覧いただけます。
URL http://www.city.iga.lg.jp/
が義務づけられています。
※携帯電話のバーコードリー
この「浄化槽の日」を機会に、ご
ダー機能で、QR コードを読
家庭の浄化槽が適正に維持管理され
み込んでアクセスできます。
ているか、ご確認をお願いします。
QR コード
【問い合わせ】
【問い合わせ】 秘書広報課
下水道課
☎ 22-9636 ＦＡＸ 22-9617
☎ 43-2318 ＦＡＸ 43-2320
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夕暮れ時、ちょっと早めの
ライト・オン運動

～セーフティー・ライト・オン運動～
【実施期間】
10 月１日～ 12 月 31 日
【推進事項】
①夕暮れ時の早めのライト点灯（自
動車・二輪車・自転車利用者）
②反射材の着用推進 ( 歩行者、自転
車利用者 )
日没時間が早くなるこれからの時
期は、夕暮れどきの交通事故が増加
します。自動車、自転車を運転する
人は夕暮れどき、ライトを早めに点
灯するよう心がけましょう。自転車
を運転する人や歩行者は、たすきや
腕章などの夜光反射材を着用して安
全を確保し、交通事故防止に努めま
しょう。
【問い合わせ】
市民生活課
☎ 22-9638 ＦＡＸ 22-9641
お知
らせ

住民票・印鑑登録証明書の
自動交付機の一時停止

名張市役所庁舎全館停電のため、
近鉄名張駅東口に設置の証明書の自
動交付機が停止します。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご
理解をお願いします。
【停止日】 11 月２日㈯ 終日
※悪天候の場合 11 月９日㈯に延期
【問い合わせ】
住民課
☎ 22-9645
ＦＡＸ 22-9643

〜ウィークリー伊賀市〜
今月は「伊賀牛・伊賀米の紹介」
などをお送りします。

今月の納税
●納期限

10 月 31 日（木）

納期限内に納めましょう
市・県民税（３期）
国民健康保険税（４期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
収税課 ☎ 22-9612
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催し
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上野総合市民病院
市民公開講座

お知らせ
催
し
募 集

【と き】
10 月 26 日㈯
講演：午後１時 30 分～
（受付：午後１時～）
【ところ】
ヒルホテルサンピア伊賀
４階白鳳の間
【講 演】
①「こわい不整脈―心房細動につい
て知ろう」
②「循環器疾患における上野総合市
民病院と滋賀医科大学附属病院との
連携」
【講 師】
①滋賀医科大学 循環器内科教授
堀江 稔
②滋賀医科大学 循環器内科講師
山本 孝
①②とも上野総合市民病院非常勤医師
【定 員】 先着 200 人
※申し込み不要
【問い合わせ】
上野総合市民病院経営企画課
☎ 24-1111 ＦＡＸ 24-1565

催し

伊賀流忍者からの指令
伊賀の国スタンプラリー

まちかどトピックス
コラム
図書・救急など

三重県観光キャンペーンでは、伊
賀市と名張市の 25 の観光スポット
や温泉施設で伊賀の国スタンプラ
リーを開催します。
伊賀流忍者からの指令を達成して
スタンプを集めると、伊賀の特産品
などが抽選で当たります。
皆さん、奮ってご参加ください。
【開催期間】
10 月１日㈫～平成 26 年２月 28
日㈮
【賞品の応募方法】
伊賀市内・名張市内のみえ旅案内
所やスタンプラリー参加施設などに
ある専用スタンプラリー用紙に、ス
タンプを規定数集めて切り取って応
募してください。
【応募期限】
平成 26 年３月５日㈬
※消印有効
【問い合わせ】
三重県観光キャンペーン推進協議
会事務局（三重県観光誘客課）
☎ 059-224-2282
観光戦略課（伊賀市）
☎ 22-9670 FAX 22-9695

15

広報いが市 2013 年 10 月１日号

お知
らせ

10 月 21 日～ 27 日は
行政相談週間です

困ったら 一人で悩まず 行政相談
行政相談をご存じですか？
行政相談は、国や特殊法人などの
仕事について、皆さんから苦情や意
見、要望をお聞きし、その解決の促
進を図る制度です。
総務省では、この行政相談制度を
皆さんにもっとよく知って、利用し
ていただくため、10 月 21 日㈪か
ら 27 日㈰までの１週間を「行政相
談週間」として、全国的にいろいろ
な行事を行います。
市でもこの期間に次の日程で行政
相談を開催しますので、ご利用くだ
さい。
【相談日】
① 10 月 22 日㈫午後１時 30 分～
３時 30 分（八幡町市民館）
② 10 月 25 日㈮午後１時 30 分～
４時（阿山多目的集会施設）
※市では毎月、総務大臣から委嘱を
受けた行政相談委員が、皆さんの
相談をお受けしています。詳しく
は広報いが市の毎月 15 日号をご
覧ください。相談者の秘密は固く
守ります。
【問い合わせ】 市民生活課
☎ 22-9638 ＦＡＸ 22-9641
お知
らせ

法テラス三重・巡回法律相談会

離婚、相続、借金などのトラブル
によりお困りで、収入状況など一定
の要件に当てはまる人を対象に、民
事法律扶助による弁護士の相談会を
開催します。
【と き】
10 月 16 日、12 月 18 日、２月
19 日
すべて水曜日 午後１時～４時
【ところ】 ハイトピア伊賀 ４階相
談室１
【定 員】 ６人 ※先着順
【申込方法】 電話
※予約時に収入状況などをお伺いし
ますのでご了承ください。
【申込期限】 それぞれ開催日の前日
の午後５時まで
【申込先・問い合わせ】
日本司法支援センター三重地方事
務所（法テラス三重）
☎ 050-3383-5470
【問い合わせ】 市民生活課
☎ 22-9638 ＦＡＸ 22-9641

お知
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就職や仕事に関する不安や
悩み相談を実施しています

市では、職業相談員による就労相
談を実施しています。
「働きたいけど、どうすればいい
のか分からない」「経験がないので
どんな仕事が自分に向いているか分
からない」「今働いている職場で問
題を抱えている」などとお悩みの人、
ひとりで悩まないで一度相談にお越
しください。
【相談内容】
○求職の方法、心構えなどについて
の助言
○職業訓練制度や資格・技能取得講
座などの紹介
○履歴書の書き方、面接の受け方な
どについての助言
○職業紹介事業やハローワークなど
の活用方法についての助言
○その他求人情報の提供 など
※仕事の紹介・あっせん ( 求人企業
への就職面接の紹介 ) はできませ
んが、ハローワークなどの求人情
報を提供するなど、求職活動を支
援します。
【相談日】
○午前９時～正午
八幡市民館（毎週木曜日）・寺田
市民館（第２火曜日）・下郡市民館
（第４火曜日）
・青山文化センター（第
３水曜日）
・ライトピアおおやまだ（第
４水曜日）
○午後１時 30 分～５時
伊賀支所（第３木曜日）・島ヶ原
支所（第４木曜日）
・阿山支所（第２・
第４火曜日）・青山支所（第３水曜
日）・大山田支所（第４水曜日）
○いがまち人権センター：随時（非
常勤のため不在の場合あり。事前
に連絡してください。）
※祝日・年末年始（12 月 29 日～ 1
月 3 日）はお休みです。
※お住まいの地域に限らずご利用い
ただけます。
【問い合わせ】 商工労働課
☎ 43-2306 ＦＡＸ 43-2311

「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています

希望される場合はお問い合わ
せください。
【問い合わせ】 障がい福祉課
☎ 22-9657 ＦＡＸ 22-9662

